
令和３年11月～令和４年４月指定新規事業所

事業所名称 事業所所在地 電話番号 ＦＡＸ 営業時間 指定対象者 指定年月日

1 訪問介護　桜ｄaファミリー 下屋敷町字下屋敷68-4 33-4640
050-1470-

6024
9:00～18:00 身 令和3年11月1日

2 訪問介護ビッグハート
大留町7-11-2
Ｂｒａｎｃｈｅサガミ5号室

29-8067 29-8068 9:00～17:00 身・知・児・精 令和4年1月1日

3 ヘルパーステーションうるる 白山町3-9-2 53-1880 53-1881 9:00～17:00 身・知・児・精 令和4年2月1日

4 ファミーユヘルパーサービス高蔵寺 白山町1-62-6 37-4366 37-4368 9:00～18:00 身・知・児 令和4年2月1日

5 あすも 美濃町2-119　3階 29-7116 37-1518 9:00～18:00 身・知・児・精 令和4年1月1日

日中活動系

事業所名称 事業所所在地 電話番号 ＦＡＸ 定員 営業時間 指定対象者 指定年月日

1 就労支援藤東ジョブズ
藤山台1-1
高蔵寺まなびと交流センター（グルッ
ポふじとう）3階

37-2933 37-2933 10 9:30～15:00 身・知・精 令和3年11月1日

2 就労継続支援事業所Ｂ型すてっぷ
鳥居松町6-5-1
丸十ビル1階

41-9447 41-9448 20 8:30～17:30 身・知・精 令和3年12月1日

3 ウェルサポート
柏井町1-70
新豊土地ビル3階

44-0933 44-2897 20 9:00～18:00 身・知・精 令和4年4月1日

4 春日井ハート
上条町1-166
塚田ビル2階

41-9214 41-9215 20 8:30～17:30 身・知・精 令和4年4月1日

5 デイサービス　ラスベガス春日井 関田町1-89-1 86-3435 86-3436 19 9:30～16:45 身・知・精 令和4年4月1日

障がい福祉サービス等

訪問系

営業日サービス名

月～金及び事業所指定の土、祝日
(年末年始を除く)

営業日

就労継続支援Ｂ型

サービス名

居宅介護／重度訪問介護
月～金

（祝日、5/3～5/5、
8/11～8/15、12/29～1/3除く）

月～土
（12/30～1/4除く）

居宅介護／重度訪問介護

居宅介護／重度訪問介護 月～金

毎日居宅介護／重度訪問介護

居宅介護
月～金

（祝日、12/30～1/3除く）

就労継続支援Ｂ型
月～金及び事業所指定の土

（祝日、年末年始除く）

月～金及び事業所指定の土
（年末年始除く）

月～金及び事業所指定の土
（年末年始除く）

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ａ型

生活介護／自立訓練
月～金及び祝日

（12/31～1/3を除く）
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グループホーム

事業所名称 事業所所在地 電話番号 ＦＡＸ 定員

1 グループホームわおん高山町Ⅱ 高山町4-14-10 97-8047 97-8047 5

2
障がい者グループーム　すまいるWAN
春日井本館

八田町7-9-2 55-5347 55-5347 6

3 わおんプレミア春日井鳥居松 鳥居松町8-100 44-2384 44-2285 5

障がい児通所支援

事業所名称 事業所所在地 電話番号 ＦＡＸ 定員
親子
通所

営業時間 指定年月日

14:00～17:30

9:30～15:30

2
春日井こども発達支援センター　てくてく
春日井こども訪問てくてく

藤山台1-1
高蔵寺まなびと交流センター(グルッ
ポふじとう)3階

37-2933 37-2933 20
○

（未就
園のみ）

未就園児：9:30～13:00
就園児：14:00～16:30

令和3年11月1日

5 10:00～19:00

5 9:00～18:00

11:00～18:00

11:00～18:00

9:30～18:30

9:30～18:30

9:30～18:30

9:30～18:30

10:00～19:00

9:00～18:00

4 10:00～18:00

6 10:00～18:00

7 こども発達支援きのね ｉｒｏｎｏｈａ 旭町3-46 27-8816 27-8815 放課後等デイサービス 10

月～金
(GW、夏季休暇、年末年始除く)

月～土で学校がない日
(GW、夏季休暇、年末年始除く)

令和3年11月1日

令和4年3月1日

令和4年4月1日

令和4年2月1日

令和4年4月1日

令和4年4月1日

令和4年4月1日

指定年月日

月～土で学校がない日
(GW、夏季休暇、年末年始除く)

10

月～金
(GW、夏季休暇、年末年始除く)

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス 10

月～金及び事業所指定の土
(祝日、年末年始除く)

8 あいあいひろば 宮町字宮町110-7 93-6155 93-6157 児童発達支援 ／放課後等デイサービス

月～土
(夏季休暇、年末年始除く)
月～土で学校がない日

(夏季休暇、年末年始除く)

6 ＮＥＯキャリア
中央通1-70
オレオール中央通102号室

83-3530 41-8025

指定対象者

月～土で学校がない日
(夏季休暇、年末年始除く)

放課後等デイサービス 10

月～金
(祝日、夏季休暇、年末年始除く)

月～金及び事業所指定の土で学校がない日
(祝日、年末年始除く)

サービス名 営業日

知・精 令和3年11月1日

知・精 令和4年2月1日

知・精 令和3年11月1日

27-5401 27-5401

1 プライマリーすてっぷ

児童発達支援・放課後等デイサービス

月～土
(夏季休暇、年末年始除く)

藤山台1-1
高蔵寺まなびと交流センター(グルッ
ポふじとう)3階

27-6255 27-6254

4 Ｆａｍｉｌｙ　いっぽ白山教室 白山町7-1-9

3 Ｙくまーず未来　春日井 白山町1-61ｰ6

児童発達支援／保育所等訪問支援
月～土

（土は不定期）
(祝日、年末年始除く)

37-2933 37-2933

月～金で学校がない日
(祝日、夏季休暇、年末年始除く)

児童発達支援／放課後等デイサービス
／保育所等訪問支援

5 MIRAIKU 中央通2-119-1　3階 41-8180 41-8025 放課後等デイサービス 10

月～金
(GW、夏季休暇、年末年始除く)

月～土で学校がない日
(GW、夏季休暇、年末年始除く)
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計画相談支援

事業所名称 事業所所在地 電話番号 ＦＡＸ 営業時間 指定対象者 指定年月日

1 くらしケア介護障がい相談センター春日井
朝宮町1-25-14
センチュリー21　105号室

27-5023 27-5024 10:00～17:00 身・知・児・精 令和3年11月1日

2 指定相談あのねっと春日井
藤山台1-1
高蔵寺まなびと交流センター(グルッ
ポふじとう)3階

37-2933 37-2933 10:00～15:00 身・知・児・精 令和3年11月1日

地域生活支援事業

移動支援

事業所名称 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1 介護支援センターソレイユ
八事町3-55-2
いづみマンション203

27-9881 令和3年11月1日

2 ファミーユヘルパーサービス高蔵寺 白山町1-62-6 37-4366 令和4年2月1日

日中一時支援

事業所名称 事業所所在地 電話番号 定員 指定年月日

1 ここぱーく小牧 小牧市大字北外山1491-2 68-7992 3 令和3年2月1日

計画相談支援／障害児相談支援
月～金

(祝日、12/29～1/3除く)

営業日

月～金
(祝日、12/29～1/3除く)

計画相談支援／障害児相談支援

サービス名

月～金
(12/30～1/3除く)

9:00～16:30 身・知・児・精

身・知・児

指定対象者

9:00～16:00

営業時間営業日

月～金
（祝日、12/30～1/3除く）

営業日 営業時間 指定対象者

月～金
（祝日、12/29～1/3除く）

10:00～17:00 重心児
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